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院内感染対策チーム
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感染を水際で食い止める！
院内感染対策チーム−Infection Control Team−

医師が中心だった医療が変わりつつありま
す。近年、複数の医療専門職が連携し合って

策マニュアル

対
ICT の役割と

治療やケアを行う「チーム医療」が推奨され
ており、当院でも様々なチームが構成されて

職員へ注意喚起を行ったり、講習会を開催

います。今回はそのひとつである「院内感染

したりすることも ICT の大切な役割です。講

対策チーム

習会は月１回のペースで職員向けに開催さ

Infection Control Team（以 下、

ICT）」をご紹介します。

れ、その内容は手指消毒などの基本的な内容
からワクチン・AIDS に関することまで様々で、
さらに流行時期に合せてインフルエンザやノ

？
院内感染とは

ロウイルスへの対策を徹底しています。
また、当院には 100 ページ以上にわたる院

院内感染という言葉はニュースなどで度々

内感染対策基本マニュアルがあります。この

耳にしますが、実際はどういったものを指す

マニュアルは紙媒体ではもちろん、電子カル

のでしょうか。

テ上でも閲覧することができるため、いざと

院内感染とは、文字通り病院の中で患者さ
んやその家族、また医療従事者を通じて感染

いうときの対応がすぐに確認できるように
なっています。

症が他の患者さんに感染することを指しま
す。多くの場合、その原因となる病原体は健
康な人では感染症を起こさないようなもの

を当たり前に

と
当たり前のこ

で、免疫力の低下によって感染してしまいま
す。中には抗生物質が効かないものもあるの

ICT リーダーで第二消化器外科部長の吉川

で、感染すると治療が難しい場合もあります。

雅輝先生は、「全ての患者さんに同質の感染

ICT は、このような院内感染を未然に防ぎ、

対策が行きとどくようにすることが私たちの

万が一の際に感染を食い止めるべく機能して

役割です。」と話します。

います。

「当たり前のことを当たり前にやるだけで
す。そのために講演会を開催して、ICT 以外

る ICT

され
多職種で構成

の職員にも同じ知識を身につけてもらえるよ
う取り組んでいます。院内感染対策マニュア
ルも同様に、どの病棟でも主治医が誰であっ

ICT のメンバーは感染症対策専門の医師

ても同じレベルの感染対策が講じられるよう

（Infection Control Doctor：ICD）や感染管理

に作られています。また、些細なことでも相

看 護 師（Infection Control Nurse：ICN）を は

談しやすいようにメンバーは多職種で構成

じめ、薬剤師、臨床検査技師、事務職員など、

し、小さな異変も見逃さない体制になってい

職種は多岐にわたります。基本的な活動とし

ます。」こうした日々の “ 当たり前 ” の積み重

て月 1 回の院内ラウンドがあり、病棟や外来

ねが感染を未然に防ぐことに繋がっていきま

等を巡回して院内感染リスクの事例を把握

す。

し、必要な指導や対策を行います。
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写真左は ICT リーダーで ICD の吉川第二消化器外科部長

隅々まで確認する院内ラウンド

り立つ

・

・

写真中央は ICN の井上看護師長

では完全な感染対策はできません。患者さん

協力で成
一人ひとりの
感染対策

やそのご家族の協力が不可欠です。ICT では
これからも万全の態勢で環境作りに取り組ん
でいきますので、その活動へのご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。

ここまで院内感染とその対策に携わる ICT
についてご紹介しましたが、医療従事者だけ

知っておきたい薬の知識
薬の服用時間
薬は、一日に服用する回数・量・時間など指示
された通りに使わないと充分な効果が得られませ
ん。「食前」「食後」「食間」など薬を飲む時間に
は理由があります。今回は薬の服用時間について
説明します。

④食

食後２時間後が目安です。食事と食事
の間の空腹時に服用します。

間

他の薬と一緒に服用すると効果に影響がある薬
や漢方薬等は食間服用です。

①食

後

食事を摂ってから 20〜30 分後です。

この時間にはまだ食べ物が胃に残っており、胃

⑤就寝前

寝る約 30 分前です。

寝つきをよくする薬や便の通じをよくする薬等

に刺激が少なく、ほどよく吸収されます。また、

があります。

食事の後は飲み忘れることが少ないので多くの場

⑥起床時

合が食後服用です。
②食

前

食事を摂る 20〜30 分前です。

胃酸の分泌を促して食欲を出したり、胃腸の動

朝起きてすぐ（食事の前）です。

骨を丈夫にする薬等があります。
とん

ぷく

⑦頓

服

食事の時間に関係なく発熱時、疼痛時、
便秘時等の必要時にのみ服用する薬です。

きをよくすることで吐き気を抑える薬は食前服用
です。

以上のように服用時間にはそれぞれに意味があ

③食直前 食事を摂る直前（５〜10分前）を指します。

ります。服用時間によって薬の効果も大きく変わ

糖の吸収を抑えることによって血糖値を下げる

りますので、決められた用法通りに正しく服用し

糖尿病薬は食直前服用です。

て下さい。

●卵豆腐
■材料
（1 人分） ●じゅんさい
●めんつゆ
●わさび

小1個
20g
小さじ 1
少々

品
秋田の名産 使った
を
じゅんさい

冷やし鉢

■作り方 ①じゅんさいは熱湯で茹でて鮮やかな緑色
に変わったら冷水に取り水気を切る。
②器に卵豆腐を盛り、じゅんさいを添える。
③卵豆腐の上にわさびを盛り、めんつゆを
かける。

One Point Advice
◆卵豆腐の代わりに絹ごし豆腐、わさびの代わりにおろし生姜でも、おいしく食べる事ができます。
◆がん患者会でも「わさびの香りでじゅんさいがより美味しく感じる」と大変喜ばれました！
◆じゅんさい独特のぬめりはムチンという成分で、胃の粘膜を潤して保護する働きや、タンパク質の消化吸収を高める
働きがあります。オクラやモロヘイヤ、なめこなどにも同じ成分が含まれており、胃腸の調子を整えてくれます。

活 動報 告
赤十字運動月間イベント

『赤十字キッズタウン 2013
in アルヴェ』
赤十字の活動を広く知ってもらうことを目的に開催されたこのイベントでは、子どもたちが赤十字キッズ
タウンの市民となり、災害救護や血液事業など、赤十字の様々な仕事を体験しました。赤十字病院のブース
では、医師・看護師・薬剤師の 3 つのコーナーを設け、より本物に近い体験にじっくり取り組んでもらいま
した。
体験を終えた子どもたちはブースの外で待っていた家族に「心臓がドクドクしてる音が聴こえたよ！」
「お
薬の機械がすごかった！」と興奮した様子で話していました。時間をかけた分だけ子どもたちにとっては充
実した体験になったのではないでしょうか。
2013.5.19

■病院からのお知らせ
外来受付時間
休 診 日
入院のご面会時間

午前 8 時から午前11時30分まで（科ごとに若干異なる場合があります。
）
なお、外来診療担当一覧は、１階広報ラックコーナーにございます。
毎週土・日曜日、祝日、年末年始（12 / 29 〜 1 / 3）創立記念日（7 / 1）
正午（12：00）から午後 8 時まで

■秋田赤十字病院の理念
私たちは、人道・博愛の精神に基づき、患者の皆様が
「来て安心」・「受けて満足」・｢確かな信頼｣を得られる心の通った病院を目指します。

秋田市民交流プラザ ALVE
E

身体が不自由な方のための
専用駐車場 に一般の
駐車はご遠慮ください。

敷地内全面禁煙に
ご協力ください。
平成 25 年 ９月 1 8 日発行
発行人 木 村
滋
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